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03025 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

714 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿56 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474± 01：20．1 2．0�
24 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 伊藤 正徳 新ひだか 友田牧場 460－ 61：20．31� 6．3�
713 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 512 ― 〃 クビ 72．0�
815 フラッシュノワール 牡3黒鹿56 F．ブロンデル �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：20．51� 3．2�

（仏）

59 チェリーアトラス 牡3芦 56 横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 500－ 21：20．71 46．3	
816 カフェドラペ 牝3青鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 448－ 21：20．8� 10．3

12 チャコリーナ 牝3青鹿54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 474－ 21：20．9� 127．9�
35 シンボリビーノ 牡3黒鹿56 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 野島牧場 480± 0 〃 ハナ 16．9�
510 ナムラアイアイサー 牡3栗 56 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 476－ 21：21．0クビ 47．6
612 ブラックアルテミス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 426± 01：21．1� 165．5�
11 バ ブ リ ン 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎井上 久光氏 的場 均 新冠 安達 洋生 442＋ 41：21．84 27．4�
23 ガッサンベリー 牡3鹿 56

54 △横山 武史西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 446± 01：22．0� 169．6�

48 トーアコルシャ 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 454 ―1：22．1� 161．9�

47 アンビシャススター 牡3鹿 56 内田 博幸星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 21：22．73� 97．4�
611 クリスタルボール 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 森永牧場 438＋141：23．02 255．0�
36 フェアースカイ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�和田牧場 石毛 善彦 浦河 中村 雅明 448＋ 21：24．38 176．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，182，100円 複勝： 42，448，400円 枠連： 14，551，200円
馬連： 55，563，800円 馬単： 29，909，000円 ワイド： 43，294，800円
3連複： 85，313，800円 3連単： 113，522，200円 計： 415，785，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 890円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，110円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 30，660円

票 数

単勝票数 計 311821 的中 � 123484（1番人気）
複勝票数 計 424484 的中 � 137327（1番人気）� 71406（3番人気）� 6855（9番人気）
枠連票数 計 145512 的中 （2－7） 19640（2番人気）
馬連票数 計 555638 的中 �� 75481（2番人気）
馬単票数 計 299090 的中 �� 26654（3番人気）
ワイド票数 計 432948 的中 �� 48880（2番人気）�� 4785（17番人気）�� 2675（26番人気）
3連複票数 計 853138 的中 ��� 6393（22番人気）
3連単票数 計1135222 的中 ��� 2684（81番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―13．0―12．2―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．5―43．5―55．7―1：07．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F36．6
3 ・（6，14）（4，9，15）16，2（12，13）5（1，10）（8，11）－（3，7） 4 ・（6，14）15，4（9，16）（2，13）12（5，1，10）11（3，8，7）

勝馬の
紹 介

アイアムハヤスギル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京4着

2016．3．2生 牡3黒鹿 母 アイアムネフライト 母母 アイアムアドーター 6戦1勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 ゼネラルヴィント号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアースカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月2日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロードソレイユ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03026 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 タマモジャイブ 牝3鹿 54 田辺 裕信タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 508 ―1：27．4 1．7�
59 タイキリヴェール 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 橋本牧場 464 ―1：28．14 10．1�
815 デ ィ レ ッ ト 牝3鹿 54 柴田 善臣池田 草龍氏 大江原 哲 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 476 ―1：28．2� 26．3�

47 マーベラスアゲン 牡3鹿 56 江田 照男浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 484 ―1：28．41� 59．8�
23 ジャングルキッド 牝3芦 54 内田 博幸松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：28．71� 5．7	
24 カシノブレンド 	3芦 56 菅原 隆一柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 448 ―1：28．8クビ 50．0

35 サンウォータールー 	3栗 56 武士沢友治 �加藤ステーブル 水野 貴広 日高 株式会社

ケイズ 476 ―1：29．01� 247．4�
714 アクルックス 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 466 ― 〃 ハナ 131．1�
612 ネクストスクワッド 牡3栗 56 F．ミナリク平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 450 ―1：29．31� 8．8

（独）

611 スーパーロキ 牡3鹿 56 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 浦河 辻 牧場 472 ―1：29．51� 21．5�
36 ランランコハク 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也�髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 452 ―1：30．03 81．5�
12 イデアエルピス 牡3鹿 56 伊藤 工真益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 494 ―1：30．1クビ 144．5�

（ウサギノタンゴ）

48 キタサンテンビー 牝3黒鹿54 横山 和生�大野商事 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 402 ― 〃 クビ 20．8�
11 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 448 ― 〃 アタマ 21．2�
510 キスオブライフ 牝3黒鹿54 北村 宏司グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 454 ―1：30．31
 74．3�
713 アヴェントゥリスト 牡3黒鹿56 西田雄一郎 �ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 村上 欽哉 524 ―1：34．8大差 41．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，575，300円 複勝： 38，838，000円 枠連： 13，742，700円
馬連： 46，870，000円 馬単： 27，483，600円 ワイド： 35，183，800円
3連複： 61，901，200円 3連単： 86，093，000円 計： 336，687，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 530円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 350円 �� 780円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 13，740円

票 数

単勝票数 計 265753 的中 � 123191（1番人気）
複勝票数 計 388380 的中 � 169690（1番人気）� 33114（4番人気）� 10347（9番人気）
枠連票数 計 137427 的中 （5－8） 14676（3番人気）
馬連票数 計 468700 的中 �� 48400（3番人気）
馬単票数 計 274836 的中 �� 21145（3番人気）
ワイド票数 計 351838 的中 �� 29166（3番人気）�� 11324（8番人気）�� 3032（28番人気）
3連複票数 計 619012 的中 ��� 9046（16番人気）
3連単票数 計 860930 的中 ��� 4541（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．5―13．5―12．7―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―36．2―49．7―1：02．4―1：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F37．7
3 15，16，10，3（6，11）（8，12）（7，9）4－1＝（2，13，5）－14 4 15，16，10（3，11）（6，7，9）（12，1）8（4，5）－2（14，13）

勝馬の
紹 介

タマモジャイブ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2016．5．3生 牝3鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アヴェントゥリスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月2日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アズールスカイ号・エメラルドアゲン号・キュートアクトレス号・スティルペース号・タイガーストライプ号・

タイセイブランシュ号・テイクザヘルム号・ニューヨークキャプ号・パトリオータ号・バトルレディネス号・
フィストバンプ号・ブルーコーラル号・フロントライン号・ペイシャキュウ号・ミニオンペール号・ヤースミーン号・
リブパッション号・ルナフラッシュ号・レジーナスミス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

713 マックスアン 牡3栗 56 C．ルメール TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 464－ 21：38．9 2．8�
714 フクサンダーク 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 484－ 41：39．0� 6．1�
612 ア ル マ マ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 444± 01：39．21� 3．8�
510 スカテナート 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 458＋ 41：39．62 3．0�
48 シルヴァーイーグル 牡3芦 56 内田 博幸星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 506＋ 61：40．87 66．3	
611 ビービーゲイル 牡3鹿 56

54 △横山 武史坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 510＋121：41．01� 18．1

12 バイプレーヤー 牡3鹿 56 宮崎 北斗佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 470－ 4 〃 ハナ 119．5�
24 フォーアネーム 牝3鹿 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 494－ 4 〃 クビ 55．0�
816 ニ コ シ ー ナ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅椎名 節氏 伊藤 圭三 新冠 ヤマタケ牧場 434＋ 41：41．21 228．4
36 キシャポッポ 牡3鹿 56 江田 照男小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 532 ―1：41．3� 148．7�
35 パワーリンク 牡3黒鹿56 戸崎 圭太飯田 正剛氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 510＋ 41：41．61� 40．5�
23 レイジングラン 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464－ 41：41．91� 429．2�
11 ダイチヴィーゼ 牡3青鹿 56

54 △菊沢 一樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 466＋ 61：42．11� 398．5�
59 フクノモンルージュ 牝3鹿 54 西村 太一福島 祐子氏 天間 昭一 日高 株式会社

ケイズ 444± 01：42．52� 537．3�
47 ルッキングフライ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：43．35 100．4�
815 ドラマチックナイト 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 浦河 高岸 順一 448－141：43．4� 444．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，780，300円 複勝： 42，806，200円 枠連： 14，894，600円
馬連： 59，286，900円 馬単： 32，325，600円 ワイド： 44，604，600円
3連複： 84，410，700円 3連単： 117，504，300円 計： 428，613，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 140円 枠 連（7－7） 1，220円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 370円 �� 220円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 327803 的中 � 92544（1番人気）
複勝票数 計 428062 的中 � 103635（1番人気）� 63158（4番人気）� 78407（3番人気）
枠連票数 計 148946 的中 （7－7） 9435（4番人気）
馬連票数 計 592869 的中 �� 39156（5番人気）
馬単票数 計 323256 的中 �� 13671（8番人気）
ワイド票数 計 446046 的中 �� 28619（5番人気）�� 58386（2番人気）�� 25344（6番人気）
3連複票数 計 844107 的中 ��� 58404（4番人気）
3連単票数 計1175043 的中 ��� 14358（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．4―12．9―13．2―12．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．8―48．7―1：01．9―1：14．4―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．0
3 1，8，7（16，14）（4，12，10）（3，13）5（6，11）－2，9，15 4 1（7，8，14，10）13（4，16，12）（3，5，6，11）－（9，2）－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マックスアン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2018．9．23 中山6着

2016．3．16生 牡3栗 母 ツクバエルドラド 母母 ファーストバイオリン 5戦1勝 賞金 9，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 グラスプレジャー号・タマブラックパール号・ドラジェブルー号・トレンドボブ号・トーセンテキーラ号・トート号・

ペイシャラトゥール号
（非抽選馬） 1頭 クロヒョウ号

03028 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 デュープロセス 牡3栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 472± 01：24．3 1．7�
66 � ボストンテソーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 480± 0 〃 ハナ 10．1�

44 パイロテクニクス 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 506＋101：24．62 4．8�
811 ロークアルルージュ 牡3芦 56 戸崎 圭太尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B546－ 8 〃 アタマ 8．7�
67 モリノカワセミ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 448－ 41：24．81	 83．7	
78 スマートセラヴィー 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 B496－ 6 〃 ハナ 5．0

22 ヘ ニ ッ ヒ 牡3黒鹿56 内田 博幸小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 478－ 41：24．9
 163．9�
79 � セイウンコービー 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 512－ 81：26．07 84．5�
33 オールミラージュ 牡3栗 56

54 △横山 武史田頭 勇貴氏 伊藤 正徳 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 41：26．21	 521．6
55 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿56 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 444－ 81：27．58 76．2�
810 エコロディアマンテ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 488＋ 61：27．82 113．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，101，000円 複勝： 142，920，800円 枠連： 13，423，600円
馬連： 74，473，300円 馬単： 48，875，600円 ワイド： 55，919，000円
3連複： 93，380，200円 3連単： 191，768，000円 計： 681，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（1－6） 630円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 240円 �� 180円 �� 450円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 611010 的中 � 281246（1番人気）
複勝票数 計1429208 的中 � 962726（1番人気）� 76545（4番人気）� 142397（2番人気）
枠連票数 計 134236 的中 （1－6） 16413（3番人気）
馬連票数 計 744733 的中 �� 81038（3番人気）
馬単票数 計 488756 的中 �� 43635（3番人気）
ワイド票数 計 559190 的中 �� 57324（3番人気）�� 94775（1番人気）�� 26319（7番人気）
3連複票数 計 933802 的中 ��� 103074（2番人気）
3連単票数 計1917680 的中 ��� 57531（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―12．1―12．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．9―47．0―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．3
3 ・（1，9）5（4，6）（7，8，10）（3，11）－2 4 ・（1，9）（4，5，6）（7，8）（11，10）3，2

勝馬の
紹 介

デュープロセス �
�
父 Daiwa Major �

�
母父 New Approach デビュー 2018．11．17 東京2着

2016．4．2生 牡3栗 母 Rose Law 母母 Short Skirt 3戦2勝 賞金 15，000，000円



03029 2月2日 晴 良 （31東京1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 マルーンベルズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース萩原 清 安平 追分ファーム 454 ―1：48．7 30．9�
713 カナロアガール 牝3鹿 54 北村 宏司広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 460－101：48．91� 4．4�
23 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 三浦 皇成千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 454－ 6 〃 クビ 15．3�
815 オメガドーヴィル 牝3青鹿54 石橋 脩原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 398－ 21：49．11� 17．2�
12 アキノコマチ 牝3鹿 54 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 426－ 81：49．2クビ 11．2	
816 スマイルワールド 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 安惠氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 412± 01：49．3� 8．0

24 イルヴェントデーア 牝3鹿 54 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 444＋18 〃 クビ 55．6�

611 マメールロア 牝3栗 54 F．ブロンデル �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 398± 01：49．4� 85．4�
（仏）

47 コンステレーション 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 388－ 61：49．61� 24．5

35 オ ー レ ア 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 2 〃 ハナ 252．1�
48 アディクション 牝3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：49．7� 1．9�
612 パールヴァイン 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 404－ 21：49．8� 72．7�
59 ペイシャスムーズ 牝3鹿 54 内田 博幸北所 直人氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 454－ 41：50．11� 96．0�
36 レーヌシャドウ 牝3鹿 54 F．ミナリク�Shadow 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450＋10 〃 アタマ 67．4�

（独）

510 オールイズスパーブ 牝3青鹿54 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 432－121：50．95 45．4�
714 ラブイズブラインド 牝3鹿 54 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 466－101：51．53� 124．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，005，800円 複勝： 60，192，400円 枠連： 22，850，100円
馬連： 73，129，900円 馬単： 37，857，900円 ワイド： 60，528，800円
3連複： 102，499，600円 3連単： 132，942，500円 計： 531，007，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 690円 � 190円 � 470円 枠 連（1－7） 1，940円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 15，110円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 4，860円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 21，110円 3 連 単 ��� 146，920円

票 数

単勝票数 計 410058 的中 � 10592（8番人気）
複勝票数 計 601924 的中 � 19487（8番人気）� 104093（2番人気）� 30255（6番人気）
枠連票数 計 228501 的中 （1－7） 9082（6番人気）
馬連票数 計 731299 的中 �� 9016（16番人気）
馬単票数 計 378579 的中 �� 1879（42番人気）
ワイド票数 計 605288 的中 �� 7315（21番人気）�� 3123（41番人気）�� 16008（9番人気）
3連複票数 計1024996 的中 ��� 3641（61番人気）
3連単票数 計1329425 的中 ��� 656（382番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．0―12．3―12．6―12．7―11．7―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．2―48．5―1：01．1―1：13．8―1：25．5―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

3 ・（4，10）（5，3，11）14（1，8）（7，12）（2，6，15）（13，16）9
2
4

・（5，4，10，11）（1，3，8，14）（7，12，15）（2，6）（9，13，16）・（4，10）（11，14）（5，3）（8，15）（1，7）（12，16）（2，6）（9，13）
勝馬の
紹 介

マルーンベルズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トワイニング 初出走

2016．2．24生 牝3鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ココリアッピア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03030 2月2日 晴 良 （31東京1）第3日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

812 ミ ラ イ オ ー 牡3鹿 56 F．ミナリク林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524± 02：27．4 7．2�
（独）

811� エンシュラウド 牡3芦 56 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston
Racing Ltd 480－ 6 〃 クビ 1．8�

55 ポベーダテソーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 小崎 憲 日高 藤本ファーム 452－ 62：27．5クビ 12．9�

22 フロントランナー 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 秋田牧場 430－ 42：27．71� 45．2�

67 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 アタマ 3．8�
79 フライクーゲル 牡3鹿 56 F．ブロンデル水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 478± 02：27．8	 78．1	

（仏）

33 エコロドリーム 牡3栗 56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 480± 0 〃 クビ 61．5

44 トーセンオリンピア 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 02：27．9クビ 8．6�
56 レイヴンキング 牡3青鹿 56

54 △横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 522－ 22：28．11	 68．1

11 ジョブックビザーレ 牡3黒鹿56 岩田 康誠�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 440± 02：29．27 131．1�
710 ラッキーアモン 牡3黒鹿56 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 492－ 4 〃 クビ 33．4�
68 ピ カ ブ ー 牝3黒鹿54 三浦 皇成 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 
川 啓一 426＋102：30．58 66．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 46，172，200円 複勝： 86，728，900円 枠連： 17，426，400円
馬連： 73，363，300円 馬単： 40，450，100円 ワイド： 54，201，700円
3連複： 91，869，500円 3連単： 148，348，100円 計： 558，560，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（8－8） 620円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，010円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 計 461722 的中 � 51176（3番人気）
複勝票数 計 867289 的中 � 80269（3番人気）� 454525（1番人気）� 54641（5番人気）
枠連票数 計 174264 的中 （8－8） 21703（2番人気）
馬連票数 計 733633 的中 �� 97858（2番人気）
馬単票数 計 404501 的中 �� 19262（6番人気）
ワイド票数 計 542017 的中 �� 46515（2番人気）�� 12505（11番人気）�� 31552（4番人気）
3連複票数 計 918695 的中 ��� 30253（5番人気）
3連単票数 計1483481 的中 ��� 9125（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．7―12．8―12．5―12．5―12．8―12．6―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．1―36．7―49．4―1：02．2―1：14．7―1：27．2―1：40．0―1：52．6―2：03．9―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8
1
3
・（6，11）－（3，7）（9，10）2－8－5，12，1－4
11（6，7）（3，9，10）2（8，12）5－1，4

2
4
・（6，11）（3，7）10（2，9）－8（5，12）－1－4・（11，7）10（6，9）12（3，2，8）（5，1，4）

勝馬の
紹 介

ミ ラ イ オ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．15 中山5着

2016．2．11生 牡3鹿 母 ミ ラ イ エ 母母 アドマイヤキラメキ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 フライクーゲル号の騎手F．ブロンデルは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03031 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時35分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 カ タ ナ 牡4鹿 57 三浦 皇成�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 508＋141：24．8 26．5�
611 オープンザウェイ �7栗 57 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 B466－ 21：25．01	 76．4�
47 ハヤブサレジェンド 牡4黒鹿57 C．ルメール�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506＋12 〃 アタマ 3．3�
12 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 458－ 61：25．31
 108．6�
714 ジェイケイマッチョ �4鹿 57 岩田 康誠小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B482＋ 81：25．5
 7．2	
48 ルーチェソラーレ 牝4芦 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 484－ 61：25．6	 2．3

35 アメリカンツイスト 牡4鹿 57

55 △横山 武史 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 ハナ 9．5�
24 � マナツノヨノユメ 牝5鹿 55

53 △菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 464＋ 41：25．91
 22．1�
713 ゼンノタヂカラオ �6黒鹿57 横山 典弘大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 506＋ 21：26．11� 17．7
510 ハイアーグラウンド �5鹿 57 石橋 脩小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 クビ 19．8�
612� ミルトシャトル 牡4栗 57

56 ☆武藤 雅永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木村 秀則 464＋ 11：26．31 20．5�
59 � スフバータル 牡6栗 57

56 ☆坂井 瑠星�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 530＋211：26．51� 433．5�
11 スマートアムール 牝5栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 462＋ 41：26．71� 112．3�
816� アロースコルトン 牡6鹿 57 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B478＋ 41：27．01	 509．6�
815 サンクタリリアス 牝7芦 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 498＋141：27．42	 177．4�
36 クリノロマン 牝4芦 55

54 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 466－ 21：29．8大差 412．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，811，500円 複勝： 55，094，100円 枠連： 26，722，600円
馬連： 93，093，100円 馬単： 43，405，800円 ワイド： 62，360，200円
3連複： 122，110，100円 3連単： 152，269，600円 計： 597，867，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 670円 � 1，320円 � 200円 枠 連（2－6） 6，240円

馬 連 �� 50，480円 馬 単 �� 88，940円

ワ イ ド �� 12，240円 �� 1，340円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 49，660円 3 連 単 ��� 434，620円

票 数

単勝票数 計 428115 的中 � 12877（9番人気）
複勝票数 計 550941 的中 � 19247（9番人気）� 9226（11番人気）� 91884（2番人気）
枠連票数 計 267226 的中 （2－6） 3318（15番人気）
馬連票数 計 930931 的中 �� 1429（62番人気）
馬単票数 計 434058 的中 �� 366（112番人気）
ワイド票数 計 623602 的中 �� 1285（63番人気）�� 12356（13番人気）�� 4817（31番人気）
3連複票数 計1221101 的中 ��� 1844（114番人気）
3連単票数 計1522696 的中 ��� 254（788番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．4―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．8―48．2―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 ・（3，7）（4，8）14－（2，6，16）－5（9，15）12，13（10，11）－1 4 ・（3，7）－（4，8）14（2，16）（5，15）－（9，12）6（13，11）10－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ タ ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．8．6 新潟5着

2015．4．18生 牡4鹿 母 シ タ ー ル 母母 Rose Park 9戦2勝 賞金 13，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノロマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月2日まで平地競走に

出走できない。

03032 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 ミッキーボニータ 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：37．3 2．3�
48 トーセンヴィータ 牡4青鹿57 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B538＋ 4 〃 クビ 10．6�
815 ウイングセクション 牡4栗 57 F．ミナリク �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 41：37．72� 15．5�
（独）

35 キ ル ロ ー ド 牡4鹿 57 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 498± 01：37．9� 9．1	
36 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 516＋ 61：38．0� 10．5

714 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 466± 01：38．1� 21．8�
59 オーシャンビュー 牡6鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 458＋ 61：38．2� 8．4�
11 レ ア バ ー ド 牡4鹿 57 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 536－ 21：38．3� 28．2
47 シネマソングス 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 430＋ 21：38．5� 4．8�
23 ライクアロケット �4鹿 57

55 △横山 武史島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 466± 01：38．81� 68．9�
510 ラブユーミー 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 508＋ 41：39．01� 126．5�
816	 リーガルオフィス �6鹿 57

56 ☆武藤 雅山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 464＋ 61：39．1クビ 108．9�
12 	 ペイシャスター 牝4黒鹿55 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 478－101：39．2� 186．3�
713 リルティングインク 牝6黒鹿55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド B464± 01：39．83� 122．5�
611	 センノギモーヴ 牝5栗 55 西田雄一郎浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 448＋ 41：40．12 674．7�
24 ヴァローレネロ 牡4青 57

56 ☆木幡 巧也程田 真司氏 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 450＋101：40．63 78．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，570，900円 複勝： 57，099，400円 枠連： 23，310，000円
馬連： 85，587，300円 馬単： 41，362，400円 ワイド： 60，918，200円
3連複： 124，523，500円 3連単： 152，342，400円 計： 585，714，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 280円 � 480円 枠 連（4－6） 360円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，030円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 25，910円

票 数

単勝票数 計 405709 的中 � 137637（1番人気）
複勝票数 計 570994 的中 � 156400（1番人気）� 44467（6番人気）� 22634（7番人気）
枠連票数 計 233100 的中 （4－6） 49156（1番人気）
馬連票数 計 855873 的中 �� 55113（3番人気）
馬単票数 計 413624 的中 �� 16768（4番人気）
ワイド票数 計 609182 的中 �� 30486（5番人気）�� 15070（12番人気）�� 6878（26番人気）
3連複票数 計1245235 的中 ��� 14089（21番人気）
3連単票数 計1523424 的中 ��� 4262（64番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―12．2―12．4―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．1―47．3―59．7―1：11．9―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（5，10）（7，8）15，4，13（6，14）（1，16）（11，9）－12，3，2 4 10（5，8）（4，7，15）（13，6，14）（1，9，16）12，11，3－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーボニータ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．11．12 東京2着

2015．2．26生 牡4鹿 母 ローザボニータ 母母 ローザロバータ 9戦2勝 賞金 21，150，000円
〔発走状況〕 ライクアロケット号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03033 2月2日 晴 良 （31東京1）第3日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

712 ココフィーユ 牝3鹿 54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434＋ 81：21．9 4．1�
46 チビラーサン 牝3栗 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 21：22．0� 7．0�
22 スイープセレリタス 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 2．0�
814 ロカマドール 牝3鹿 54 三浦 皇成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 440＋ 21：22．1� 109．5	
713 レ ノ ー ア 牝3栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 404＋ 21：22．41� 64．9

610 シトラスノキセキ 牝3鹿 54 F．ミナリク加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 アタマ 28．1�

（独）

23 マーマレードガール 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 448－101：22．5� 92．7�
34 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 454＋ 4 〃 クビ 132．3
11 レディードリー 牝3青鹿54 柴田 善臣小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 442± 01：22．6クビ 8．8�
59 ルチアーナミノル 牝3鹿 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 アタマ 20．2�
47 � ユニバーサルレディ 牝3鹿 54 北村 宏司沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 452－ 2 〃 ハナ 92．1�
58 ナムラピアス 牝3黒鹿54 木幡 初也奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 444＋ 21：22．7� 456．3�
35 サンタンデール 牝3鹿 54 内田 博幸小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 426－ 8 〃 ハナ 33．4�
611 プリミエラムール 牝3芦 54 武藤 雅ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 426－12 〃 アタマ 51．8�
815 ブルーグローブ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 448＋ 6 〃 ハナ 13．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，890，700円 複勝： 92，972，600円 枠連： 26，250，200円
馬連： 136，864，200円 馬単： 63，828，700円 ワイド： 96，171，600円
3連複： 192，480，900円 3連単： 269，532，300円 計： 943，991，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（4－7） 1，600円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 460円 �� 210円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 658907 的中 � 127042（2番人気）
複勝票数 計 929726 的中 � 213196（2番人気）� 97143（3番人気）� 285707（1番人気）
枠連票数 計 262502 的中 （4－7） 12712（8番人気）
馬連票数 計1368642 的中 �� 59873（6番人気）
馬単票数 計 638287 的中 �� 14411（11番人気）
ワイド票数 計 961716 的中 �� 46669（5番人気）�� 137375（1番人気）�� 72425（2番人気）
3連複票数 計1924809 的中 ��� 137519（1番人気）
3連単票数 計2695323 的中 ��� 22436（17番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．2―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．6―47．8―59．3―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．1
3 3，4－（9，12）－（5，14）15（2，11）6－（8，10）－（1，13）－7 4 3，4，12（9，14，15）（5，6）11（2，10）（8，1，13）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ココフィーユ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．29 中山2着

2016．2．2生 牝3鹿 母 ブルーミングスノー 母母 タヤスブルーム 5戦2勝 賞金 27，896，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03034 2月2日 晴 良 （31東京1）第3日 第10競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，30．2．3以降31．1．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

66 ナムラドノヴァン 牡4鹿 55 内田 博幸奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 484± 02：27．6 9．6�
33 ピッツバーグ �6鹿 53 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 500－ 8 〃 ハナ 73．2�
55 ルヴォワール 牝5青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524－16 〃 ハナ 1．6�
810 パルクデラモール 牝4鹿 53 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 22：27．81� 4．7�
22 ス プ マ ン テ 牡5青鹿56 田辺 裕信石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 488± 02：27．9クビ 26．7	
89 プレシャスブルー 牡5鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442＋ 4 〃 アタマ 18．3

78 サトノオンリーワン 牡4芦 55 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 02：28．22 7．3�
44 ヒメタチバナ 牝6黒鹿51 武藤 雅岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 472－ 22：28．41	 89．5�
77 サンデームーティエ 牡5栗 55 柴田 大知戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 442± 0 〃 クビ 23．1
11 マ ス ラ オ �5栗 55 F．ブロンデル �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 448＋ 82：28．71
 27．2�
（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，336，200円 複勝： 151，699，100円 枠連： 25，205，400円
馬連： 131，273，000円 馬単： 78，293，700円 ワイド： 83，899，200円
3連複： 171，828，600円 3連単： 350，060，300円 計： 1，056，595，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 230円 � 810円 � 110円 枠 連（3－6） 7，360円

馬 連 �� 18，870円 馬 単 �� 39，350円

ワ イ ド �� 3，350円 �� 360円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 144，030円

票 数

単勝票数 計 643362 的中 � 53337（4番人気）
複勝票数 計1516991 的中 � 74717（4番人気）� 16257（9番人気）� 980822（1番人気）
枠連票数 計 252054 的中 （3－6） 2653（17番人気）
馬連票数 計1312730 的中 �� 5389（31番人気）
馬単票数 計 782937 的中 �� 1492（61番人気）
ワイド票数 計 838992 的中 �� 5930（29番人気）�� 67429（3番人気）�� 13268（16番人気）
3連複票数 計1718286 的中 ��� 12152（32番人気）
3連単票数 計3500603 的中 ��� 1762（250番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．5―13．1―13．1―12．7―12．4―12．1―11．8―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―25．0―38．5―51．6―1：04．7―1：17．4―1：29．8―1：41．9―1：53．7―2：05．0―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9
1
3
3，7（2，5，10）（1，4，8）9，6
3（7，10）（2，5）（1，8）（4，9）6

2
4
3，7（2，10）5（1，8）（4，9）6
3（7，10）2（5，8）（1，4，9）6

勝馬の
紹 介

ナムラドノヴァン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．28 京都5着

2015．4．3生 牡4鹿 母 パンカティリオ 母母 Punctilious 11戦3勝 賞金 41，634，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03035 2月2日 晴 良 （31東京1）第3日 第11競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 エントシャイデン 牡4芦 57 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 61：33．7 4．0�

33 リ カ ビ ト ス 牝5鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 436＋10 〃 ハナ 1．9�
88 キ ロ ハ ナ 牡7鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－10 〃 クビ 5．5�
66 ペルソナリテ 牝6鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 440＋101：33．91� 12．8�
55 ボーダーオブライフ 牡5鹿 57 横山 典弘�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 8．3	
11 コスモイグナーツ 牡4青鹿57 F．ミナリク �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 462＋ 21：34．0	 23．3


（独）

44 エ ス タ ー テ 牝4鹿 55 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 426＋ 21：34．42
 12．9�
（7頭）

77 マイネルメリエンダ 牡8栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 B502－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 94，627，900円 複勝： 94，921，000円 枠連： 発売なし
馬連： 235，983，700円 馬単： 107，405，800円 ワイド： 105，180，800円
3連複： 225，128，600円 3連単： 541，224，900円 計： 1，404，472，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 160円 �� 330円 �� 210円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，640円

票 数

単勝票数 差引計 946279（返還計 11224） 的中 � 188420（2番人気）
複勝票数 差引計 949210（返還計 17928） 的中 � 136077（2番人気）� 442853（1番人気）� 114729（3番人気）
馬連票数 差引計2359837（返還計106419） 的中 �� 479788（1番人気）
馬単票数 差引計1074058（返還計 46024） 的中 �� 93893（3番人気）
ワイド票数 差引計1051808（返還計 55972） 的中 �� 187090（1番人気）�� 68081（5番人気）�� 128263（3番人気）
3連複票数 差引計2251286（返還計221964） 的中 ��� 335034（1番人気）
3連単票数 差引計5412249（返還計410054） 的中 ��� 148487（4番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―11．5―11．4―11．7―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．8―36．3―47．7―59．4―1：10．9―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 1－5－4－（2，8）（6，3） 4 1，5－4－2（8，3）6

勝馬の
紹 介

エントシャイデン �

父 ディープインパクト �


母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．26 新潟1着

2015．4．21生 牡4芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 14戦4勝 賞金 57，222，000円
〔競走除外〕 マイネルメリエンダ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03036 2月2日 晴 稍重 （31東京1）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

23 シ ョ ー ム 牡4栗 57
55 △横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 502＋221：36．0 2．1�

714 アームズレングス 牝6鹿 55 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 14．1�
48 ブライトリビング 牝6芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 81：36．1� 8．1�
612 リスペクトアース 牡6黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 554－121：36．2	 33．1�
12 フォーカード 牡5栗 57 岩田 康誠�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 472＋ 21：36．62� 24．3	
816 トレンドライン 牡5栗 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482＋16 〃 ハナ 5．7

59 ナムラシンウチ 牡5鹿 57

56 ☆坂井 瑠星奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B514＋ 21：36．7� 108．2�
35 フクノグリュック 牡7鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B518＋ 6 〃 ハナ 309．2�
11 レッドエレノア 牝5青鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 554＋ 61：36．8クビ 4．9
47 キングスヴァリュー 牡4栗 57 F．ブロンデル �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B502＋ 21：37．01� 35．1�

（仏）

510 クレディブル 牡4芦 57 石橋 脩清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496＋ 81：37．1� 38．2�
713 ダイワインパルス 牡7鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 494± 01：37．63 19．0�
36 セガールモチンモク 
5栗 57 内田 博幸小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 492＋ 2 〃 クビ 59．9�
611 ウインポプリ 牝5鹿 55 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 458＋141：37．81 562．8�
24 グラスブルース 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B520－ 61：38．54 87．2�
815 コスモロブロイ 牡4青鹿57 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522－101：39．98 343．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，712，900円 複勝： 127，015，600円 枠連： 54，669，100円
馬連： 214，149，700円 馬単： 94，532，700円 ワイド： 159，559，800円
3連複： 330，990，900円 3連単： 454，785，600円 計： 1，539，416，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 290円 � 200円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 690円 �� 380円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計1037129 的中 � 380219（1番人気）
複勝票数 計1270156 的中 � 311211（1番人気）� 87410（6番人気）� 154112（4番人気）
枠連票数 計 546691 的中 （2－7） 62424（3番人気）
馬連票数 計2141497 的中 �� 101439（5番人気）
馬単票数 計 945327 的中 �� 31947（7番人気）
ワイド票数 計1595598 的中 �� 58079（5番人気）�� 117195（2番人気）�� 36472（14番人気）
3連複票数 計3309909 的中 ��� 80703（5番人気）
3連単票数 計4547856 的中 ��� 29975（18番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．2―12．4―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．2―47．4―59．8―1：11．7―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．2
3 1，8（7，16）（3，11，14，12，15）9，4，13，6－2－（5，10） 4 1（8，16，12）7（11，14）（3，9，15）（13，2）（4，6）－10，5

勝馬の
紹 介

シ ョ ー ム �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．18 阪神2着

2015．5．17生 牡4栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 8戦3勝 賞金 42，504，000円
〔発走状況〕 リスペクトアース号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 ショーム号の騎手横山武史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リスペクトアース号は，平成31年2月3日から平成31年2月24日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（31東京1）第3日 2月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

195，040，000円
7，780，000円
20，030，000円
1，070，000円
20，420，000円
67，516，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
650，766，800円
992，736，500円
253，045，900円
1，279，638，200円
645，730，900円
861，822，500円
1，686，437，600円
2，710，393，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，080，571，600円

総入場人員 22，098名 （有料入場人員 20，773名）
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